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今日のデジタルファーストな企業や消費者により、 ほんの10年前までは想像だにしなかった、
かつてないほど膨大な量のデータがデバイスやシステムから生成されています。 さらに、 次々と 
発生するエッジでのユースケースの増加に伴い、 この膨大なデータをリアルタイムで処理し、 
活用しなければなりません。 例えば、 医用画像データなどは入院患者の治療に役立つリアル 
タイムの処理や表示が必要とされ、 マシン ・ ビジョン ・ アプリケーションでは製造ロボットを 
動かすため、 即時にデータを転送できる高解像度のスマートカメラが必要となります。 また、 
意思決定にリアルタイムの分析を必要とする、 航空電子機器、 潜水艦、 地上基地などの公的セク
ターのシステムから生成される膨大な量のデータも考慮しなければなりません。

OEM 各社およびその顧客には、 データ負荷の高い新次元の複雑なアプリケーションを推進 
するための高性能エッジ・ コンピューティング・ ソリューションに対する強いニーズがあります。
第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、 インテル® Xeon® プロセッサー W-11000E 
シリーズ、 インテル® Celeron® プロセッサーを搭載した SECO CHPC-D57-CSA COM-HPC® 
Client モジュールSize A は、 最も条件が厳しい遠隔地の環境でも、 セキュリティーと安定性を
維持しつつ、データ主導のアプリケーションの処理を高速化します。

課題： エッジデバイス向けに要求される新たなレベルのパフォーマンス

あらゆる産業や地域において、デバイスから生成されるデータの量は増加の一途をたどっています。 
また、 ロボティクス、 倉庫自動化、 医用画像、 安全／ミッション・ コントロールに使用される IoT
デバイスには、 極限温度環境や最も過酷な環境条件の下でも安定して稼働することが求められ
ます。 アプリケーションでのグラフィックスやビデオの使用も急拡大しているため、 エッジ・ コン
ピューティング・ソリューションには一層高いレベルの性能が要求されます。

今日の激しい競争にさらされている OEM 各社およびその顧客は、 かつてないほど迅速に製品
を市場に展開しなければなりません。 それに対応できるのがコンピューター・ オン・ モジュール 
（COM） です。 標準フォームファクターに演算要素がすでに含まれている組込み型コンピュー
ティング ・ プラットフォームを提供し、 製品開発サイクルを短縮します。 これにより、 OEM 各社 
およびその顧客はアプリケーション専用のコンパニオン ・ ボードでシステムを迅速にカスタ 
マイズできます。 昨今の OEM 各社は、 最新のシステム、 アプリケーション、 デバイスへの迅速な 
統合に必要な相互運用性を担保するため、 設計に高い柔軟性を持たせなければなりません。 
さらに、サイバー攻撃の件数が増加し巧妙化する中で、エッジ・コンピューティングのシステムや
データの安全確保はますます困難を極めています。

「エッジでの AI、マシンビジョン、 
増加傾向にあるヒトとマシンの協働
などのユースケースでは、全体的に 
より高い性能が要求されます。 
例えば、オンボード処理の駆動、 
インターフェイス機能の拡張、 
ハイエンド・グラフィックスへの 
対応などのニーズが生じるからです。
第11世代インテル® Core™ vPro® 
プロセッサー、インテル® Xeon® 
プロセッサー W-11000E シリーズ、
インテル® Celeron® プロセッサーで 
構築された SECO の CHPC-D57-
CSA は、このニーズに応え、 
すぐに利用可能なソリューションを 
提供します」

—  ダヴィデ・カターニ氏 

（SECO の最高技術責任者）

ソリューション概要
エッジビデオ、AI、 IoT
エンベデッド・コンピュート・モジュール

第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、 インテル® Xeon® プロセッサー W-11000E 
シリーズ、インテル® Celeron® プロセッサーを搭載し設計された SECO CHPC-D57-CSA COM- 
HPC® Client モジュールSize A は、 エッジで稼働する AI、 ビデオ、 その他のデータ負荷が高い
アプリケーション向けの、安全で高性能なコンピューティングおよび相互互換性を提供します。

優れたパフォーマンス、セキュリティー、 
接続性をエッジで実現
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ソリューション：第11世代インテル® Core™ プロセッサー、
インテル® Xeon® プロセッサー W-11000E シリーズ、 
インテル® Celeron® プロセッサーを搭載した SECO
の CHPC-D57-CSA COM-HPC® Client モジュール
Size A

第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、 インテル® Xeon® 
プロセッサー W-11000E シリーズ、インテル® Celeron® プロセッサーで 
構築された SECO の CHPC-D57-CSA COM-HPC® Client モジュール 
Size A（95×120mm）は、 ハイエンドの組込み型コンピューティング
向けの最新規格で、最新のアプリケーションをエッジに導入するための 
パフォーマンス、セキュリティー、相互運用性のすべてを備えています。 
インテルのプロセッサーは、下記に挙げる負荷の高いアプリケーション 
を実行するための安定した稼働時間と頑丈な耐久性を維持しつつ、 
今日の高いデータレートのリアルタイムに近い処理を可能にします。

•   航空電子機器

•   自動化

•   公的セクターのプロセス

•   ロボティクス

•   産業用制御

•   マシンビジョン

•   輸送

•   デジタルサイネージ

•   ゲーム

•   生物医学

仕組み

エッジでの高負荷ワークロード処理向けに設計された SECO CHPC-
D57-CSAは、最大8コアと32のグラフィックス実行ユニットで、データ 
処理を高速化します。 ハイエンドのグラフィックス処理を提供する 
ために4Kp60ディスプレイ ・ パイプが4つ、 またはハイダイナミック 
レンジ（HDR） 産業用グレード SKU にある8Kp60が１つ含まれて 
います。 また、 メモリーの完全暗号化によりセキュリティー層が追加 
され、 攻撃を阻止できます。 このモジュールは、 高速オフボード・ イン
ターフェイスを含む、 最適化されたシグナル・ インテグリティー向けに
設計および検証され、 キャリアボードやサードパーティー ・ デバイス 
との相互運用性を担保します。

インテルのプロセッサーは新次元のパフォーマンスと
相互運用性をエッジで実現

SECO CHPC-D57-CSA モジュールは、 前世代との比較でシングル
スレッド性能が最大32%1、 マルチスレッド性能が最大65% 向上2し、 
グラフィックス性能も最大70% 高速化3した第11世代インテル® 
Core™プロセッサーを搭載しています。 これらの性能の向上、 特に 
マルチスレッド性能の飛躍的向上により、AI、グラフィックス、その他の 
データ負荷の高いアプリケーションの処理が大幅に高速化されます。

機能安全規格の遵守サポート

機能安全（FuSa）規格の遵守が求められるシステムやアプリケーション 
向けにSECO CHPC-D57-CSAは、インテル® ファンクショナル・セーフ 
ティー ・ エッセンシャル ・ デザイン ・ パッケージ（インテル® FSEDP）
を使用して、 機能安全アプリケーションの開発および認証の支援や
スピードアップに必要な技術ドキュメントを提供しています。 ドキュ 
メントはまた、 IEC 61508などの機能安全規格の遵守が義務付けら
れているアプリケーションでの円滑なデバイス使用を支援します。

SECO の CHPC-D57-CSA には以下の機能が含まれます。

•   プロセッサー・コアが直接管理する20x PCIe Gen 4レーン

•   最大24x PCIe Gen 3レーン

•   ECC（最大64GB）搭載2x DDR4-3200 SODIMM スロット

•   Time-Sensitive Networking（TSN）対応の  
最大2x NBASE-T Ethernet ポート

•   2x USB 4.0/USB 3.2/8x USB 2.0

構成の詳細については、 補足資料を参照してください。 パフォーマンスやベンチマーク結果の詳細
については、http://www.intel.com/benchmarks/（英語）を参照してください。

https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/products/performance/benchmarks/overview/
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高スループットのアプリケーション、過酷な環境に対応

第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、 インテル® Xeon®  
プロセッサー W-11000E シリーズ、インテル® Celeron® プロセッサー
は、 最大20の PCIe Gen4 レーン、 2 つの USB 4 ポート、 TSN 機能を 
備えた2x 2.5GbE インターフェイスに対応し、高スループットのアプリ 
ケーションで要求される優れた接続性を実現します。 OEM各社および 
その顧客は、第11世代インテル® Core™ vPro®プロセッサー、インテル®  
Xeon® プロセッサー W-11000E シリーズ、 インテル® Celeron® プロ
セッサーで、ほかのデバイスやヒトとの相互作用においてリアルタイム
のデータ処理が必須となる自律ロボットに使用されるような、 高速な
インターフェイスへの対応を可能とする安定性の高いインフラストラ
クチャーを設計できます。

これらのプロセッサーはシステムを堅牢にし、 最も過酷な環境下に 
おいても安定性の高いパフォーマンスを実現します。 風、ほこり、腐食、
振動、衝撃、－40°C から85°C までの極端な温度にも高い耐性を発揮
します。 その結果、 デジタルサイネージやインフォテインメント ・ ディ
スプレイからスマートカメラ、 工場の自動化システム、 航空電子機器 
など、 屋内外に設置される AI や IoT のアプリケーション向けに最適
な製品となっています。

インテル® Time-Coordinated Computing  
（インテル®TCC）によりリアルタイム処理が実現

第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、インテル® Xeon®プロ 
セッサー W-11000E シリーズ、 インテル® Celeron® プロセッサーの 
一部の SKU は、 ネットワーク全体でのデータの同期化と実行により、 
SECO CHPC-D57-CSA 向けのリアルタイムに近いワークロード 
および TSN を可能にします。 インテルは、 独自およびオープンソース 
のシステム向けにリアルタイム ・ チューニングを簡素化するツール、 
ライブラリー、API を提供しています。 対応するリアルタイム・ハイパー
バイザーおよびオペレーティング・ システムには、ACRN、Wind River 
VxWorks、Real Time Systems が含まれます。

高度な機能により AI 処理を高速化

インテルのプロセッサーでのみ利用可能なインテル® アドバンスト ・
ベクトル・ エクステンション512（インテル® AVX-512）は、 画像解析、 
音声 / 映像処理、 暗号化処理向けの AI ワークロードを加速します。 
そしてインテル® ディープラーニング・ブースト（インテル® DLブースト） 
が、画像分類、音声認識、オブジェクト検出などのワークロードに使用 
される、 より精度の低いデータタイプの推論性能を強化する新たな 
命令セットで、インテル® AVX-512をさらに拡張させます。

広範なアプリケーション・サポート、忠実度の高い  
グラフィックス

第11世代インテル® プロセッサーが実現するコンピューティング性能は、 
産業用エッジサーバー、 マルチデバイス、 リアルタイム制御システム、
マルチカメラ ・ コンピューター ・ ビジョン、 ディープラーニング推論 
システムなど、 データをほぼリアルタイムで CPU に転送しなければ 
ならない多数のユースケースの基盤となります。

第11世代インテル® プロセッサーの主な特長は以下の通りです。

•   第3世代のインテル® 10nm SuperFin テクノロジー、  
最大 CPU コア数8、最大動作周波数4.7GHz

•   最大32実行ユニット（EU）のインテル® UHD グラフィックス、  
4x4K または 1x8K のディスプレイ、最大2 VDBOXES

•   リアルタイム・コンピューティング向けのインテル® TCC および  
TSN 機能

•   プラットフォーム認証を円滑化するインテル® FSEDP

•   組込み型かつ拡張温度対応の産業用クラスSKU

•   内蔵 Thunderbolt™ 4/USB4、20レーンの PCIe Gen 4、  
ディスクリート型のインテル® Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2

•   インテル® トータル ・ メモリー ・ エンクリプション（インテル® TME）
によるハードウェア ・ ベースのセキュリティー、 インテル® vPro® 
プラットフォームによるデバイス管理

•   インテル® oneAPI ツールキットおよびインテル® ディストリビュー
ションの OpenVINO™ ツールキットによるサポート

•   商用版オペレーティング・システムとオープンソースのオペレーティン
グ・システム（OS）、リアルタイムOS、ハイパーバイザーをサポート

第11世代インテル® 
Core™ プロセッサー・ 
ファミリー

前世代のプロセッサーとの比較

32%
シングルスレッド性能が 
向上1

最大

65%
マルチスレッド性能が 
向上2

最大

70%
グラフィックス性能が 
高速化3

最大

構成の詳細については、補足資料を参照してください。 パフォーマンスやベンチマーク結果の詳細については、http://www.intel.com/benchmarks/（英語）を参照してください。

「最大8K のより高い解像度でサポートされている 
同時表示のディスプレイ数の増加により、例えば医用 
画像やデジタルサイネージなどの業界やセグメントに
おいて、前世代では不可能だったシナリオが可能に 
なります。 極限環境条件下で稼働できるよう設計された
要求の厳しいアプリケーションを使用する産業用 
ユースケースも大きく後押しされます」

— ダヴィデ・カターニ氏（SECO の最高技術責任者）

https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/products/performance/benchmarks/overview/
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高度なセキュリティーで機密データを保護

多数の IoT デバイスが新たに導入されている昨今、 エッジで生成され
る消費者、 企業、 公的セクターの機密データの量は爆発的に増加して
います。 そして、 厳格なセキュリティーに関するグローバルレベルの
プロトコルや規制を遵守して、 これらのデータを保護しなければなり
ません。 第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、 インテル® 
Xeon® プロセッサー W-11000E シリーズ、 インテル® Celeron® プロ
セッサーの一部の SKU はハードウェア対応の高度なセキュリティーを
提供し、データを保護します。

•   インテル® TME で物理メモリーの完全暗号化が可能になり、コールド 
ブート、 フリーズスプレー、 DIMM 除去などのハードウェア ・ レベル
の攻撃に対する防御が実現

•   インテル® ブートガードおよびインテル® トラステッド・エグゼキュー 
ション・ テクノロジー（インテル® TXT）はセキュアブートを確立し、
安全なコンピューティングの基盤を提供

•   インテル® キー・ロッカーで、暗号化キーや複合化操作 / 暗号化操作
を保護

SECO の開発キットで市場投入までの時間を短縮

SECOのCHPC-D57-CSAは、ほぼすべてのアプリケーション・ドメイン 
で迅速かつ容易に第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、
イ ン テル® Xeon® プ ロ セ ッ サ ー W-11000E シ リ ー ズ、 イ ン テル®  
Celeron® プロセッサーを統合し、安定性や相互運用性の高いソリュー 
ションを提供します。 SECO はまた、OEM 各社およびその顧客向けに、
設計や実装プロセスにかかる時間を短縮し、 これらのプロセッサーを 
活用するすべてのモジュール機能をシステムレベルで素早くテスト 
する開発キットを提供しています。

CLEA によりサポートされるクラウドベースのリモート 
管理およびデータ ・ オーケストレーション ・ プラット
フォーム

SECO CHPC-D57-CSA は、クラウドベースの分析や AI を対象とした 
エッジデバイスのリモート管理、 データ集計、 データ・ オーケストレー 
ション向けのSECOの高度な IoTスイート・ソリューションであるCLEA 
によってもサポートされています。

SECO について

SECO（IOT.MI）は、イタリア証券取引所の電子株式市場（STAR 
セグメント）に上場し、 イノベーションや技術統合の分野で中心
的役割を果たしています。 同社はハイテク市場で40年以上の 
経験を有し、 産業界のクライアント向けに独自の最先端技術 
ソリューションを設計、開発、製造しています。

seco.com/en（英語）

「インテルは、製品デザインとビジネスの継続性という 
両面において、信頼のおけるパートナーです。 
インテルのアーリー・アクセス・プログラムに参加することで、 
今後世に出てくる技術の重要情報を先取りでき、 
それが大きな成功要因になっています。 
インテルの頼もしいサポートサービスにも感謝しています」

— ダヴィデ・カターニ氏（SECO の最高技術責任者）

ま と め： デ ー タ が あ ふ れ か え る 時 代、 イ ン テル と
SECO によりエッジでの優れたパフォーマンスを実現

IoT 導入の規模は急拡大し、 その複雑性も増しています。 また、 エッジ
でのデータ量もかつてないほど急増しています。 インテルと SECO は、 
データ負荷の高い最新のアプリケーションが導入場所を問わず最大
のパフォーマンスを発揮するために必要なセキュリティー、 接続性、 
パフォーマンス、 安定性、 柔軟性を提供し、OEM 各社およびその顧客
がデータのパワーを最大限に活用できるよう支援します。

第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、インテル® Xeon®プロ 
セッサー W-11000E シリーズ、 インテル® Celeron® プロセッサーで
構築された SECO CHPC-D57-CSA は、優れたエッジ・パフォーマンス、 
セキュリティー、 耐久性で、AI、 グラフィックス、 ビデオ、 ロボティクス、 
その他のデータ量の多いアプリケーションに対応します。 SECO  
CHPC-D57-CSA のモジュラーデザインにより、幅広い構成でのカスタ 
マイズが可能になり、 急速に発展している新世代のアプリケーション
を支援できます。 これらのテクノロジーが相まって、 常識を覆すような 
場所や設定でリアルタイムに近いコンピューティングを実現し、 あら 
ゆる場所でイノベーションや生産性の向上をけん引しています。 それに 
伴い、アプリケーション、産業、体験も変貌を遂げています。

詳細情報

多数の機能を備えた SECO CHPC-D57-CSA の詳細情報はこちら ›

第11世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー W-11000E シリーズ、  
インテル® Celeron® プロセッサーのメリットについての情報はこちら ›

https://www.seco.com/en
https://products.seco.com/en/chpc-d57-csa.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/platforms/details/tiger-lake-h.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/platforms/details/tiger-lake-h.html
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1.   SPECrate2017_int_base（1-copy）IC19_0u4 で測定。 シングルスレッド性能が最大32% 向上（推定）。

2.   SPECrate2017_int_base（n-copy）IC19_0u4 で測定。 マルチスレッド性能が最大65% 向上（推定）。

3.   3DMark_v2.11 - Win10 v2009 - Fire Strike - graphics score で測定。 グラフィックス性能が最大70% 高速化。

インテルの構成 
性能の測定結果は2021年5月25日時点のインテルの測定に基づいています。

プロセッサー： インテル® Core™ i7-11850HE（TGL-H）PL1=45W TDP、8C16T ターボ時最大4.7GHz

グラフィックス： インテル® グラフィックス第12世代 GFX

メモリー： 32GB DDR4-3200

ストレージ： インテル® SSD 545S（512GB）

OS： Windows 10 Pro 20H2

Bios： TGLSFWI1.R00.4151.A01.2104060640（公開日： 04/06/2021）

CPUz マイクロコード： 28h

プロセッサー： インテル® Core™ i7-9850HE（CFL-H）PL1=45W TDP、4C8T ターボ時最大4.4GHz

グラフィックス： インテル® グラフィックス第9世代 GFX

メモリー： 32GB DDR4-2666

ストレージ： インテル® SSD 545S（512GB）

OS： Windows 10 Pro 20H2

Bios： CNLSFWR1.R00.X216.B01.2006110406（公開日： 06/11/2020）

CPUz マイクロコード： D6h

パフォーマンスやベンチマーク結果の詳細については、http://www.intel.com/benchmarks/（英語）を参照してください。

通知と免責事項 

インテル® アドバンスト・ ベクトル・ エクステンション（インテル® AVX）は、 特定のプロセッサー演算に高スループットを提供します。 処理能力特性の違いにより、AVX 命令を使用しても、a） 一部の演算が 
定格周波数より遅くなる場合があり、 b）インテル® ターボ ・ ブースト ・ テクノロジー 2.0 による一部の演算では、 任意のターボ周波数や最大ターボ周波数に達しない場合があります。 パフォーマンスは、 
ハードウェア、ソフトウェア、システム構成により異なります。 詳細については、intel.co.jp/go/turbo を参照してください。

性能は、使用状況、構成、その他の要因によって異なります。 詳細については、www.intel.com/performanceindex（英語）を参照してください。

性能の測定結果は構成情報に記載された日付時点のテストに基づくものです。 また、 公開中のすべてのアップデートが適用されているとは限りません。 構成の詳細については、 補足資料を参照してください。
絶対的なセキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。

SPEC®、SPECrate® および SPEC CPU® は、標準性能評価法人（SPEC、Standard Performance Evaluation Corporation）の登録商標です。 詳細については http://www.spec.org/spec/trademarks.html 
（英語）を参照してください。

インテルは人権を尊重し、 人権侵害の発生を回避するように尽力しています。 詳しくはインテルの世界的人権主義をご覧ください。 インテルの製品とソフトウェアは、 国際的に認められている人権を侵害 
しない、または侵害の原因とならないアプリケーションに使用することを目的としています。

適用される安全に関連する要件または規格への準拠など、システム全体の安全性についてはお客様の責任となります。

コードネームは、インテルが開発中で一般に公開されていない製品、テクノロジーまたはサービスを識別するために使用しています。 これらは 「商用」 の名称ではなく、商標として機能することを意図したもの
ではありません。

インテルは、サードパーティーのデータについて管理や監査を行っていません。 正確さを評価するには、ほかのソースを参照する必要があります。

実際のコストと結果は異なる場合があります。

インテルのテクノロジーを使用するには、対応するハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。

© Intel Corporation. Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルのマークは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。 その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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